
期日： 令和元年9月20日(金)～22日(日)
場所： 相模原ギオンスタジアム

第30回関東学生新人選手権大会兼関東学生リレー競技会
男子決勝結果一覧

1 2 3 4 5 6 7 8 順大生結果・補足

安田　 凌眞①　予）7組5着　10.84（-0.1）
(+1.6) 法大　10.36 筑波大　10.52 東洋大　10.52 中大　10.53 大東大　10.55 駿河台大　10.64 早大　10.67 ウェルネス大　10.70

100m 樋口　陸人② 辰巳　　新① 和田　　遼① 山本　未来① 假屋　直幹① 志賀　優晟① 佐野　　陽② 合田　凌斗①

金田 　理希①　予）5組1着　21.39（+1.1）Q　準）3組1着　21.25（+3.0）Ｑ
(+1.0) 城西大　21.04 法大　21.09 東洋大　21.22 日大　21.38 順大　21.51 駿河台大　21.68 日体大　21.77 中大　22.34

200m 鈴木　涼太② 山路康太郎① 伊藤　羅生② 齋藤　陸人① 金田　理希① 志賀　優晟① 林　　拓優② 宇野　大地②

伊藤　大貴① 山﨑　 稔侍①　予）3組3着　48.95　Ｑ　準）1組1着　48.28　Q
根本　 大輝②　予）4組1着　48.15　Ｑ　準）1組2着　48.30　Q
天野　 伊織①　予）5組3着　49.55　Ｑ　準）DNS明大　47.68 明大　47.82 順大　48.17 順大　48.41 立大　48.47 山梨学大　48.65

野口　航平① 橋元　優成② 根本　大輝② 山﨑　稔侍① 瀧渕　亘弘②

ウェルネス大　49.27 東農大　51.29

800m
堺谷　龍太② 田口　雄貴② 遠藤　颯人① 有松　　憧② 中山　健介① 堀内　省吾① 鵜澤　葉月①

400m
川路　　武② 柿沼　　芳②

佐藤　駿太② 中山 　健介①　予）2組2着　1.57.89　Q　準）3組2着　1.55.35　Ｑ
鵜澤 　葉月①　予）4組2着　1.58.20　Q　準）2組3着　1.54.89　ｑ
小穴　 英気②　予）４組6着　1.59.82　丸山　 脩太②DNS國學院大　1.55.15 日大　1.55.17 学習院大　1.55.68 筑波大　1.56.16 順大　1.57.13 一橋大　1.58.44 順大　1.59.84 日体大　2.04.77

竹元　祐人①

東海大　3.53.88 山梨学大　4.00.88 筑波大　4.00.93 関東学大　4.02.74 立正大　4.03.57 日体大　4.04.70

松﨑　健悟② 村本　龍彦① 井内　優輔② 野中　拓海① 平松　幸記①

東海大　4.05.82 東海大　4.08.36

5000m
松﨑　健悟② 及川　瑠音① 工藤　　翼① 杉本　将太① 佐藤　俊輔① 長尾　大輝① 河西　俊輔②

1500m
廣澤　優斗① 河西　俊輔②

清野　太雅①
清水　陽斗①　25着　15.36.91

東海大　14.32.28PB 東洋大　14.35.28 拓大　14.38.48 東海大　14.41.80PB 東海大　14.42.36 東洋大　14.44.09 東海大　14.48.91 東洋大　14.49.98PB

山下　朋紀① 宮内　 崇右①　予）2組6着　14.94（+2.7）
森田　 翔音①　予）4組2着　14.62（+0.5）Ｑ　　準）3組4着　14.60（+2.6）
佐田　 征義①　予）6組6着　15.14（+0.0）　　　松田　 太一②　予）7組4着　15.20（-0.3）　
中田　 英駿②　ＤＮＳ(+2.0) 法大　13.94PB 筑波大　14.19 法大　14.20 日体大　14.25 東海大　14.34 筑波大　14.42 国武大　14.45 日大　14.64

110mH 横地　大雅① 久保田太一① 緒方　陽也① 福本　　廉① 鈴木　祐成② 阿部　龍斗① 古谷　新太①

400mH
高橋　竜成① 伊藤　将大② 児玉　悠作① 山田　泰雅② 塩川　大輔① 大串　弦徳② 荒谷　修平① 山岡竜太朗①

白尾　 悠祐②　予）1組3着　53.82　Q　準）2組5着　52.83
小野寺将太②DNS日体大　51.65PB 法大　51.80 法大　51.90 日体大　51.90PB 筑波大　52.04 日大　53.05 駿河台大　54.73 山梨学大　54.77

森　　基哉②

東海大　9.06.87PB 創価大　9.08.48PB 亜大　9.19.23PB 山梨学大　9.28.22 日体大　9.29.86 帝京平大　9.35.54

杉本　将太① 新家裕太郎① 佐藤　　颯① 笛木慎之輔① 廣澤　優斗①

亜大　9.38.88 東工大　9.39.01

4×100mR
日体大Ａ 国武大Ａ 駿河台大Ａ 筑波大 中大Ａ 順大Ｂ 中大Ｂ

3000mSC
郡山　京梧② 瀬川　元気①

順大Ａ　佐々木②-鷲尾②-富永②-髙橋②　予）4組2着　41.72
順大Ｂ　安田①-金田①-森田①-宮内①　　予）6組4着　40.85　ｑ40.19 40.36 40.52 40.77 40.85 41.35 41.95

4×400mR
東経大Ｂ

根本②-松岡①-天野①-山﨑①　予）4組1着　3.11.29　ｑ
3.08.62 3.09.06 3.09.69 3.11.83 3.12.78 3.13.66

順大 駿河台大Ａ 中大 東農大 立大

日大　4m80 順大　4m80

山本　竜暉①東海大　佐藤　駿平①大東大　平川　雄大①東海大　山本　健太②上武大　今井　朋樹①順大
1ｍ95

10000mW
立岩　和大② 長山　達彦② 福井　隆真② 野村　成希① 鈴木　英司① 赤坂　雄斗① 海老原健太① 片岡　龍也①

順大　41.29.76PB 東洋大　42.41.78 一橋大　42.51.88 東洋大　42.54.90 東海大　43.15.52 育英大　43.23.66 山梨学大　44.07.25 順大　44.12.01

吉野　 晋平①　10位　1ｍ95
東洋大　2m09PB 立大　2m03PB

棒高跳
尾﨑　駿翔② 野呂　惇人② 大崎　洋介① 奥　　吏玖② 小俣　伊織②

走高跳
片山　裕樹① 臼井　悠真②

豊田　　翼① 油屋　圭吾② 石渡　雄也①
麻生　 幹雄②　14位　4ｍ60

日体大　5m30 日体大　5m20 日体大　5m10 順大　5m00 法大　4m80

田野　禎貴①

流経大　2m00

日体大　5m00

走幅跳
小林　大起② 山浦　渓斗① 秋山　裕樹① 川﨑　海渡① 久保倉佳吾② 河原　龍臣① 足立　太陽② 蛭間　雄也②

錦織　　　岳①　15位　6ｍ99（+1.6）
津藤　 広夢①ＤＮＳ順大　7m37(+0.9) 国武大　7m34(+1.4) 法大　7m27(+2.2) 東海大　7m26(+0.7) 東海大　7m23(-2.1) 国武大　7m20(+2.3) 法大　7m19(+1.8) 城西大　7m12(+1.4)

佐藤　泰星②
外所 　晴貴①　12位　14ｍ43（+2.2）
岩崎　 匠海②　13位　14ｍ43（+1.3）

日体大　15m94(+1.4)PB 法大　15m42(+2.1) 筑波大　15m27(+0.9) 東海大　15m08(+1.5) 東海大　15m03(+1.5) 明大　14m96PB(+1.2)
三段跳

相馬奨之介② 秋山　裕樹① 松田　　基① 冨田　健人② 石川　龍佑②

明大　14m61(+2.5)

砲丸投
奥村　仁志① 氏家　豪留② 別所　竜守② 窪田　達也② 夏井　勇輝① 甲斐　達也② 崎谷　陽一②

鈴木　憲伸① 渡辺　　尚②

東海大　14m70(+1.7)

国士大　16m76NGR 国士大　15m74 国士大　15m66 上武大　15m05 東海大　14m82 東海大　14m48 日体大　14m26 日大　14m09

岩本　高希②

東海大　51m09 日大　47m60 国士大　47m33 日体大　47m04PB 日体大　46m00 日大　45m16
円盤投

飛川　龍雅② 阿部　敏明② 奥村　仁志① 久保田健斗① 今井慎太朗①

東海大　44m26PB

佐藤　　慧①

ハンマー投
久門　大起① 石川　　諒② 小林　裕季② 川合　隆誠① 福田　翔大① 石坂　奨真① 佐藤　大輔②

山本　一樹② 篠﨑　亮介②

順大　44m91

十種競技
明石宗一郎② 瀬川　大樹② 山岸　　武① 榎尾　珠莉② 山岸　　幹① 青木　智宏② 岩切　魁人②

牧野　快士② 森田　一慶②

国士大　61m92PB法大　68m12PB 東海大　66m50 流経大　65m97 東学大　65m11PB 国武大　64m34PB 日体大　62m28
やり投

齊藤　一樹② 大畑　瑞照② 石井　和希② 中野　龍星① 関　　優作①

日大　6809点PB 日大　6704点 国士大　6491点PB 日体大　6417点 国士大　6355点PB 日体大　6311点PB 千商大　6201点PB 国士大　6169点

北川　嵩人①

笹木 　駿佑①　24位　56ｍ02
福岡　　　駿①　29位　52ｍ59国士大　61m85PB

久田　洸生①

三浦　 琢磨②　18位　47ｍ90
北山　 智大②　26位　45ｍ95日大　62m28NGR 順大　59m48 筑波大　58m72PB 順大　57m03PB 日大　56m94 順大　56m26PB 国武大　55m07 日大　55m03

殿岡　正吉②


